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その他単位付与教育研修講演 

 

開催日時 会場 講　演　内　容 講　師
研修会名称・
問い合わせ先

2019年1月25日(金)
18：30～20：00

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央 医療者が知っておくべきサルコペニアとリハビリテーション栄養
社会医療法人社団熊本丸田会
熊本リハビリテーション病院
吉村 芳弘

鹿児島県リハビリテーション施設協議会
平成３０年度第３回研修会･
鹿児島県リハビリテーション施設協議会
小倉 雅　TEL：099-254-8121

2019年1月31日(木)
19：00～21：00

横浜ロイヤルパークホテル 生物学的製剤登場後のリウマチ外科手術の変遷
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター
齋藤 知行

第42回横浜リウマチフォーラム･
横浜市立大学医学部整形外科
松本 匡洋　TEL：045-787-2655

2019年2月3日(日)
12：15～13：15

ホテルメルパルク大阪 RA診療におけるリハビリテーション治療とマネジメントの重要性
大阪医科大学総合医学講座
リハビリテーション医学教室
佐浦 隆一

平成30年度リウマチの治療とケア教育研修会
(大阪地区)･
大阪大学大学院医学系研究科
運動器バイオマテリアル学
冨田 哲也　TEL：06-6221-5937

2019年2月7日(木)
19：00～21：00

ホテルポートプラザ千葉 地域包括ケアに向けた医療・介護連携 ～千葉県の取り組み～
千葉県救急医療センター
古口 徳雄

第38回千葉県リハビリテーション医学懇話会･
千葉県千葉リハビリテーションセンター
吉永 勝訓　TEL：043-291-1831

2019年2月21日(木)
12：00～13：00

ディズニーシー・ホテルミラコスタ 強化学習から考察する運動療法
兵庫医科大学
リハビリテーション医学教室
道免 和久

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回 研究大会 in 舞浜・千葉･
東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 国嗣　TEL：047-453-9000

2019年2月21日(木)
12：00～13：00

ディズニーシー・ホテルミラコスタ
回復期リハビリテーション患者に対する
栄養管理を含めたリハビリテーション治療

千葉県千葉リハビリテーションセンター
菊地 尚久

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回 研究大会 in 舞浜・千葉･
東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 国嗣　TEL：047-453-9000

2019年2月22日(金)
12：00～13：00

シネマイクスピアリ
回復期病棟における脳卒中摂食嚥下障害患者に対する
集約的リハビリテーション

聖隷淡路病院
重松  孝

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回 研究大会 in 舞浜・千葉･
東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 国嗣　TEL：047-453-9000

2019年2月22日(金)
12：00～13：00

ディズニーアンバサダーホテル サルコペニアに対するリハビリテーションと栄養治療
熊本リハビリテーション病院
吉村 芳弘

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回 研究大会 in 舞浜・千葉･
東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 国嗣　TEL：047-453-9000

2019年2月22日(金)
12：00～13：00

シネマイクスピアリ ウェルウォークが変える回復期片麻痺患者の歩行練習
藤田医科大学医学部
リハビリテーション医学I講座
平野 哲

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回 研究大会 in 舞浜・千葉･
東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 国嗣　TEL：047-453-9000

2019年2月22日(金)
12：00～13：00

ディズニーアンバサダーホテル エコーによるリハビリテーション診断・治療
順天堂大学大学院医学研究科
リハビリテーション医学
藤原 俊之

回復期リハビリテーション病棟協会
第33回 研究大会 in 舞浜・千葉･
東京湾岸リハビリテーション病院
近藤 国嗣　TEL：047-453-9000

2019年2月23日(土)
14：00～19：00

ＪＡ・ＡＺＭホール別館　２０２研修室
地域包括ケアシステムにおける
リハビリテーション医学・医療への期待と解決すべき課題

大阪医科大学総合医学講座
リハビリテーション医学教室
佐浦 隆一

第41回宮崎リハビリテーション研究･
宮崎大学医学部附属病院
リハビリテーション部
鳥取部光司　TEL：0985-85-0986

2019年2月23日(土)
15：30～17：50

ＭＲＴmicc　2階　ダイヤモンドホール
新潟県立リウマチセンターでのリウマチトータルマネージメント
～当院での取り組み～

新潟県立リウマチセンター
阿部 麻美

第34回宮崎県リウマチ研究会
第27回宮崎リウマチのケア研究会･
宮崎大学医学部整形外科学教室
濱田 浩朗　TEL：0985-85-0986

2019年2月23日(土)
16：00～18：00

ホテルグランヴィア大阪　20F　「孔雀」 股関節における関節リウマチと鑑別疾患
山口大学大学院医学系研究科
整形外科学
坂井 孝司

第12回 リウマチ手足の外科研究会･
辺見クリニック
邉見  俊一　TEL：06-6843-1287

2019年3月1日(金)
20：00～21：00

グランドホテル浜松　2階鳳凰東
ロコモ・フレイルと認知症
-身体機能・身体活動と認知機能の関連

名古屋大学大学院医学系研究科
地域在宅医療学・老年科学
梅垣 宏行

第25回浜松ロコモ研究会･
藤野整形外科医院
藤野 圭司　TEL：053-471-4196

2019年3月2日(土)
16：30～19：00

山形国際ホテル　5階　「蔵王」 人工股関節の最近の話題と機種選択
長崎大学大学院
整形外科学
尾﨑 誠

山形整形外科研究会股関節セミナー
（第17回山形股関節セミナー）･
山形大学医学部　整形外科学講座
高窪 祐弥　TEL：023-628-5353

2019年3月2日(土)
16：00～19：00

鹿児島大学医学部　鶴陵会館 がんのリハビリテーション診療　Up-to-date
慶應義塾大学医学部
リハビリテーション医学教室
辻 哲也

第33回鹿児島リハビリテーション医学研究会･
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
運動修復学講座リハビリテーション医学
衛藤 誠二　TEL：099-275-5339

2019年3月7日(木)
19：30～20：30

プラザ洞津
「子どもと大人の扁平足に対する
装具やリハビリテーションアプローチと整形外科的対応」

名古屋市立大学大学院
リハビリテーション医学講座
和田 郁雄

第39回三重県義肢装具・リハビリテーション研究会･
三重大学医学部付属病院整形外科
須藤 啓広　TEL：059-232-1111

2019年3月9日(土)
12：00～13：00

ザ・セレクトン福島
リハビリテーション治療における電気・物理刺激とマイオカイン
-温泉による全身浴（頚下浸水）を例に-

和歌山県立医科大学
リハビリテーション医学
スポーツ温泉医学研究所
田島 文博

第46回日本生体電気・物理刺激研究会･
福島県立医科大学整形外科学講座
二階堂 琢也　TEL：024-547-1276

2019年3月9日(土)
13：00～14：00

ザ・セレクトン福島 ＥＢＭから見た生体電気・物理刺激による骨癒合効果
国際医療福祉大学大学院
赤居 正美

第46回日本生体電気・物理刺激研究会･
福島県立医科大学整形外科学講座
二階堂 琢也　TEL：024-547-1276

2019年3月16日(土)
18：40～19：40

豊橋商工会議所9Ｆ大ホール 筋電義手の可能性-上肢切断者のQOL向上のためにー
兵庫県立総合リハビリテーションセンター
所長
陳 隆明

第24回東三河運動器リハビリテーション研究会･
豊橋整形外科向山クリニック
嘉森 雅俊　TEL：0532-66-0011

2019年3月23日(土)
16：00～19：10

岡山コンベンションセンター
リットシティビル

関節リウマチのトータルマネジメント~骨病変を中心に~
名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック
田中 郁子

第50回岡山リウマチ研究会･
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　整形外科学
尾﨑 敏文　TEL：086-235-7273
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※日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医・認定臨床医は１講演につき 10 単

位を取得できます。（日本専門医機構専門医 1 単位に相当します。）              

※1 回の研修会につき日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医・認定臨床医が

20 単位、日本専門医機構専門医が 2 単位を上限とします。 

開催日時 会場 講　演　内　容 講　師
研修会名称・
問い合わせ先

2019年3月30日(土)
13：55～18：20

和歌山県立医科大学
高度医療人育成センター5階大研修室

プロフェッショナルとしてのリハビリテーション治療における倫理
岩手医科大学
リハビリテーション医学科
西村 行秀

日本運動器科学会　平成30年度教育研修講演会･
和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座
西山 一成　TEL：073-441-0664

2019年3月30日(土)
13：55～18：20

和歌山県立医科大学
高度医療人育成センター5階大研修室

運動器慢性疼痛の病態と治療
関西医療大学客員教授
なかつか整形外科リハビリクリニック
中塚 映政

日本運動器科学会　平成30年度教育研修講演会･
和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座
西山 一成　TEL：073-441-0664

2019年3月30日(土)
13：55～18：20

和歌山県立医科大学
高度医療人育成センター5階大研修室

腰椎疾患に対する運動療法-分院脊椎ケアセンターの取り組み-
和歌山県立医科大学附属病院
紀北分院
川上 守

日本運動器科学会　平成30年度教育研修講演会･
和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座
西山 一成　TEL：073-441-0664

2019年3月30日(土)
13：55～18：20

和歌山県立医科大学
高度医療人育成センター5階大研修室

腰痛治療成績向上への取り組み
-「非特異的腰痛の占める割合は85％」というのは全くの嘘である-

和歌山県立医科大学
整形外科学講座
山田 宏

日本運動器科学会　平成30年度教育研修講演会･
和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座
西山 一成　TEL：073-441-0664


